
平成２７年度第５回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２８年１月２８日(木)
(副作用被害判定結果)

No. 主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

1 骨粗鬆症 ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ
急性期反応（胸部痛、呼吸
時痛）

支給

2
中枢性尿崩症､脳炎､
敗血症

ﾋﾟﾄﾚｼﾝ注射液20

非閉塞性腸間膜虚血症(疾
病)
非閉塞性腸間膜虚血症及び
それに続発した多臓器不全
による死亡(死亡)

支給

3
切迫早産､絨毛膜羊膜
炎､切迫流産､膵炎(?)､
薬疹

ｳﾃﾒﾘﾝ注50mg 高ｱﾐﾗｰｾﾞ血症､耳下腺腫脹 支給

4
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型､気管支
炎

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 虚血性大腸炎 支給

5
うつ状態､神経因性膀
胱､急性じんましん､便
秘､頭痛､胃もたれ

①ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢ﾖ
ｼﾄﾐ｣､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A330､ﾌﾞ
ﾗﾀﾞﾛﾝ錠200㎎､ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠
1mg
②ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢ﾖ
ｼﾄﾐ｣
③ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢ﾖ
ｼﾄﾐ｣､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A330､ﾘ
ﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠1mg

①薬物性肝障害
②発熱
③血小板減少症

支給

6
関節ﾘｳﾏﾁ､乾癬性関節
炎

ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

肺炎及びそれに続発した多
臓器不全(疾病)
肺炎に続発した多臓器不全
による死亡(死亡)

支給

7
統合失調感情障害､亜
昏迷状態､肺炎､CK高
値､ｱﾙｺｰﾙ依存症

ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg)､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD
錠2mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg

肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死
亡)

支給

8 大腿骨痛 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15
薬物性大腸炎(ｺﾗｰｹﾞﾝ性大
腸炎)

支給

9
化膿性脊椎炎､吐気､
腹痛

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ100｢日医工｣､ﾉｲﾛﾄﾛ
ﾋﾟﾝ錠4単位､ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾀ
ｹﾌﾟﾛﾝOD錠15

薬物性肝障害 支給

10
急性腎盂腎炎､頚部毛
のう炎

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg

薬物性肝障害 支給

11

頭位性めまい症､慢性
副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎､甲状腺機能亢進
症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞ
ﾝ塩酸塩錠60mg｢SANIK｣

無顆粒球症 支給

12

　
関節ﾘｳﾏﾁ､心不全､高
尿酸血症､下痢､骨粗
しょう症､逆流性食道
炎､(予防)
　

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢DK｣ 下痢 支給



13 C型肝炎

 
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
　

間質性肺炎 支給

14 ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症 ﾊﾞｸﾀ配合錠
白血球減少症､薬物性肝障
害

支給

15 2型糖尿病

ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠3mg｢三和｣､ﾌﾛｾﾐ
ﾄﾞ錠20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠
40mg｢ﾃﾊﾞ｣

間質性肺炎 支給

16 変形性腰椎症 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

17 肺癌術後化学療法 ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100 薬物性肝障害 支給

18 (健診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

19
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､咽頭扁桃炎､
上気道炎､歯痛､胃炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢日医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣

無顆粒球症 支給

20

骨粗鬆症および甲状腺
機能低下症､甲状腺機
能亢進症､V.B12欠乏
性貧血､坐骨神経痛

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg 右大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

21
閉塞性動脈硬化症､
ASO

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙOD錠30mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝOD錠5mg｢明治｣

再生不良性貧血
支給

22

腹部不快､機能性ﾃﾞｨｽ
ﾍﾟﾌﾟｼｱ､逆流性食道炎､
口腔内異和感､不眠､
急性胃炎､嘔気､急性
熱症

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠
200mg､ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠5

薬物性肝障害 支給

23

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､関
節ﾘｳﾏﾁ､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候
群､自己免疫性肝炎､
原発性胆汁性肝硬変､
自己免疫性膵炎及びこ
れによる糖尿病､ｽﾃﾛｲ
ﾄﾞ性骨粗鬆症

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg
両大腿骨骨幹部非定型骨折

支給

24
内痔核､胃潰瘍疑い､
慢性胃炎疑い､痔核

ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

25 変形性脊椎症 ﾉﾙｽﾊﾟﾝﾃｰﾌﾟ5mg 嘔気､嘔吐 支給

26
変形性膝関節症､胃切
後後遺症､残胃炎､逆
流性食道炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給



27
急性気管支炎､発熱､C
型慢性肝炎

 
ｽﾝﾍﾞﾌﾟﾗｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾀﾞｸﾙｲ
ﾝｻﾞ錠60mg
　
　

間質性肺炎 支給

28
発作性心房細動､非結
核性抗酸菌症

ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ150mg､ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠
200mg､ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg

間質性肺炎 支給

29

ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
低下症および副甲状腺
機能低下症(低Ca血
症)､ｹﾛｲﾄﾞ

①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｳﾙｿ錠
100mg
②ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100㎎､ﾜﾝｱﾙ
ﾌｧ錠1.0μg

①好中球減少症
②薬物性肝障害 支給

30

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､不眠
症､便秘症､逆流性食
道炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾗﾍﾞﾌｧｲﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

31 (胃がん検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ S状結腸穿孔 支給

32
関節ﾘｳﾏﾁ､頚部脊髄
症､骨粗鬆症､本態性
高血圧症

 
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｵｽﾍﾟｲ
ﾝ錠200､ｶﾞｽﾀｰD錠10mg､ﾕﾆ
ｼｱ配合錠HD
　

汎血球減少症及びそれに続
発した肺炎(疾病)
汎血球減少症及びそれに続
発した肺炎による死亡(死亡)

支給

33 潰瘍性大腸炎 ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg 好酸球性肺炎 支給

34 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､更年期障害 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

35
重症筋無力症､気分障
害､胃炎､不眠､便秘､肝
嚢胞､胸腺腫

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
　

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎に続発した
多臓器不全による死亡(死
亡)

支給

36 心窩部痛
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

37 神経症
ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

38 溶連菌性扁桃炎 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 出血性腸炎 支給

39
急性喉頭炎､急性咽頭
炎

ﾄｽｷｻｼﾝ錠150mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
250mg､ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

40
痔核､血栓性痔核､便
秘

ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

薬物性肝障害 支給

41 子宮腺筋症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給



42 高尿酸血症
ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛﾝ錠50mg｢ﾄｰﾜ｣､
ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠10mg

薬物性肝障害 支給

43
めまい､胃潰瘍､感冒､
鼻炎

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

間質性肺炎 支給

44 高血圧症 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 薬物性大腸炎 支給

45 急性腺窩性扁桃炎
ｻｸｼｿﾞﾝ注射用100mg､ﾛｾﾌｨﾝ
点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

46 7┘C3急化Per
ｵｰﾗ注歯科用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ
1.8mL､ｿﾚﾙﾓﾝ錠25mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

47 尿路感染症 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

48
肋骨骨折(はちや整形
で確認とのこと)

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

49 前立腺癌 疑い ﾏｸﾞﾈﾋﾞｽﾄ静注ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

50 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､肝障害
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｳﾙｿ錠
100mg

無顆粒球症 支給

51 心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg 出血性胃･十二指腸潰瘍 支給

52 発熱 ﾙﾙｱﾀｯｸIB ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

53 肥満､上気道炎 ｻﾝｽﾗｯﾄ 間質性肺炎 支給

54
甲状腺機能低下症､脂
質異常症､逆流性食道
炎､急性気管支炎

ｶﾌｺﾃﾞN配合錠､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､PL配
合顆粒

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

55 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

56 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給



57
腰椎々間板ﾍﾙﾆｱの疑
い

 
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾃﾊﾞ｣

薬物性肝障害 支給

58 生理痛 ﾉｰｼﾝﾋﾟｭｱ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

59 抜歯術後､創部痛
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞOD
錠100mg｢明治｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

60 下行結腸癌 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

61
心室性期外収縮及び
上室性期外収縮

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

62

右側上顎側切歯根尖
性歯周炎の急性発作
に伴う右側上顎骨骨膜
下膿瘍

ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

63
高血圧症､末梢神経
炎､糖尿病(Ⅱ型)

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

64 涙小管閉塞症 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

65 高脂血症 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg 無顆粒球症 支給

66 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

67
脂質代謝異常､線状体
黒質変性症

ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

68 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点
滴静注用100

間質性肺炎 支給

69 変形性腰椎症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 出血性十二指腸潰瘍 支給

70 月経困難症､月経不順 ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症 支給

71 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
直腸穿孔及びそれに続発し
た腹膜炎 支給



72
成人ｽﾃｨﾙ病､関節ﾘｳﾏ
ﾁ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ｿﾙ･ﾒﾙ
ｺｰﾄ1,000､注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
500､ｻｸｼｿﾞﾝ注射用100mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

73 易疲労感､体力低下
ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

74

神経症､うつ病､下痢
症､片頭痛､神経因性
膀胱､慢性胃炎､めまい
症､急性気管支炎

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

75
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､慢性
副鼻腔炎

ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

76 急性腸炎 ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ配合内用剤 過敏症(顔面腫脹) 支給

77 発作性心房細動 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 無顆粒球症 支給

78 急性胃炎､頭痛
ﾊﾞﾌｧﾘﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

79 三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬物性肝障害､汎発型薬疹 支給

80 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

81
不整脈､発作性心房細
動､胃炎､高血圧症

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg 薬物性肝障害 支給

82 ｳｲﾙｽ性腸炎､咽頭炎
ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢EMEC｣､ﾓ
ｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢日医
工｣

間質性肺炎 支給

83
慢性副鼻腔炎､左鼻茸
摘出術後

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢
日医工｣､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

84 潜在性結核 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

85 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

86 急性気管支炎
ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ｽﾍﾟﾘｱ錠200

過敏症(皮疹､顔面･上下肢
の浮腫)

支給

87
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ
ｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群)

支給



88 潰瘍性大腸炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾃﾞｷｻｰﾄ
注射液1.65mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

89 左足関節脱臼骨折 ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝ･S 不全対麻痺
障害
２級

５年毎

90
結膜炎を伴う高熱の上
気道感染症､口内炎

ｱﾐﾉﾋﾟﾘﾝ､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ顆粒､幼
児用PL顆粒､ｾﾎﾟｰﾙ

皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ
ｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群)に続発した
閉塞性気管支炎による呼吸
機能障害

障害
２級

１年毎

91
腰椎々間内障､腰痛､
左下肢のしびれ感､筋
力低下

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液1% 左下肢機能障害
障害
２級

３年毎

92
術後の疼痛管理のた
め

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注
10mg/mL､塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ注ｼ
ﾘﾝｼﾞ1%｢NP｣

両下肢麻痺による両下肢機
能障害

障害
１級

１年毎

93

ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微小変
化群)､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
500､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

多発性無腐性骨壊死による
肢体機能障害

障害
２級

１年毎

94 SLE､関節ﾘｳﾏﾁ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

 
両側膝関節周囲骨無腐性壊
死､両側大腿骨骨頭無腐性
壊死､ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障(疾病)
両側膝関節周囲骨無腐性壊
死､両側大腿骨骨頭無腐性
壊死による両下肢機能障害
(障害)
　

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

95
脳静脈洞血栓症､下咽
頭癌

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
1mg

左腸骨筋内血腫 不適正使用 不支給

96
逆流性食道炎(術後)に
伴う胃酸がたまる感じ

ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠100mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

97 右肩腱板損傷 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

98 便秘症 ﾖｰﾋﾟｽ内用液0.75%

腸閉塞及びそれに続発した
多臓器不全(疾病)
腸閉塞に続発した多臓器不
全による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

99
高血圧､高脂血症､2型
糖尿病

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

100 IgG4関連疾患 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg ﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ血症 不適正使用 不支給

101 腹痛 ｲｵﾊﾟｰｸ300注100mL 注射部位の血栓性静脈炎 入院相当でない 不支給

102 HIVｳｲﾙｽ感染症
ｴﾌﾟｼﾞｺﾑ配合錠､ﾌﾟﾘｼﾞｽﾀﾅｲｰ
ﾌﾞ錠800mg

急性膵炎 入院相当でない 不支給



103 ﾀﾞﾘｴ病
ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10､ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ
25

過骨症(疾病)
過骨症による脊柱機能障害
及び両下肢機能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

104
躁うつ病､消化器症状､
急性気管支炎､感冒

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放B錠200mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣､ﾊﾟﾌﾞﾛﾝ
ｺﾞｰﾙﾄﾞA微粒

間質性肺炎 入院相当でない 不支給

105

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､血
球貪食症候群､骨粗鬆
症､胃炎､高血圧症､偏
頭痛､不眠

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害等級不該当 不支給

(感染被害判定結果)

No. 主な原疾患等 原因生物由来製品名 副作用名 不支給等理由 判定

1 ﾊﾞｰｷｯﾄﾘﾝﾊﾟ腫 照射濃厚血小板-LR｢日赤｣
E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝
障害

支給


